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ごあいさつごあいさつごあいさごあいさ
GreetingsGreetings…….. …….. gg

サバ州サバ州：：S S A B A H  A B A H  
面積面積 74,00074,000平方キロメートル平方キロメートル：：Land  Land  Area   74,000   sq. km  Area   74,000   sq. km  
人口人口 340340万人：万人：Population   Population   3.4 m   3.4 m   

BIMPBIMP（ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン）－（ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン）－EAGAEAGA（東（東ASEANASEAN成長地成長地
in  in  the  centrethe  centre ofof BIMP  BIMP  ––EAGAEAGA
面積面積 156156万万40004000平方キロメートル平方キロメートル：：Land  Land  Area  1,564,000  sq kmArea  1,564,000  sq km
人口人口 800800万人（多様な文化を有する）万人（多様な文化を有する）人口人口 58005800万人（多様な文化を有する）万人（多様な文化を有する）：：Population    Population    5 8  m  5 8  m  ofof cultural   cultural   

ボルネオ島の中心：ボルネオ島の中心：The  The  Heart  of  BorneoHeart  of  Borneo
コーラル・トライアングルコーラル・トライアングル：：The  The  Coral  TriangleCoral  Triangleコ ラル トライアングルコ ラル トライアングル：：The  The  Coral  TriangleCoral  Triangle

「世界で最も生物学的に豊かかつ多様な生態系」「世界で最も生物学的に豊かかつ多様な生態系」 WWFWWF
：：The  The  world’s  most  biologically   productiveworld’s  most  biologically   productive
&  diverse  ecosystem  on  Earth   ref  WWF&  diverse  ecosystem  on  Earth   ref  WWF&  diverse  ecosystem  on  Earth …  ref. WWF&  diverse  ecosystem  on  Earth …  ref. WWF

「生物多様性の中心」「生物多様性の中心」：：The  The  Soul  of  BiodiversitySoul  of  Biodiversity

文化的に 自然に 歴史的に人々の心をとらえる文化的に 自然に 歴史的に人々の心をとらえる

Equator

文化的に、自然に、歴史的に人々の心をとらえる文化的に、自然に、歴史的に人々の心をとらえる
：：Culturally Culturally , naturally  &  historically   resonate, naturally  &  historically   resonate

世界クラスのエコツーリズム地点世界クラスのエコツーリズム地点
赤道アジア

世界クラ ツ リ 地点世界クラ ツ リ 地点
：：A  A  World  Class World  Class Ecotourism    DestinationEcotourism    Destination

赤道アジア：EQUATOR     ASIA  

OASISOASIS
ofof
STABILITYSTABILITY

Sulu ‐_
Sulawesi
Marine

ボルネオボルネオ BORNEOBORNEO

Marine
Ecoregion

Heart of
The Coral TriangleHeart   of

Equator

東南アジア東南アジア/ASEAN/ASEANの中心の中心In In The Heart of South East Asia / ASEAN   The Heart of South East Asia / ASEAN   東南アジア東南アジア/ASEAN/ASEANの中心の中心In In The Heart of South East Asia / ASEAN   The Heart of South East Asia / ASEAN   
LAND BELOW THE WINDLAND BELOW THE WIND（「風の下の国」）（「風の下の国」）LAND LAND BELOW THE WIND BELOW THE WIND 

Outside  the  ‘RING  OF  FIRE’    Outside  the  ‘RING  OF  FIRE’    BelowBelow TyphoonTyphoon BeltBelt

人口：ASEAN 5億6700万人 赤道アジア 5800万人 台風ベルトの下/Population :  ASEAN  567 M BIMP‐EAGA  58 M   
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「ワ ルドクラス」‘ WORLD   CLASS ‘

世界ランキング
Global   Ranking  

「ワールドクラス」‘ WORLD   CLASS ‘
アマゾン、アフリカ、ボルネオ：Amazon     Africa      Borneo

・・・「ナショナル・ジオグラフィック」 誌…   National   Geographic

マレーシア・ボルネオ島のサバ州
はBIMP-EAGA（ブルネイ、イン

ドネシア、マレーシア、フィリピン
－東ASEAN成長地域）の中心－東ASEAN成長地域）の中心
にある
：SABAH Malaysian  Borneo
is  in  the Centre  of BIMP–EAGA
EQUATOR  ASIA  EQUATOR  ASIA  

巨大な生物多様性の中心にある
in  the  Heart of Mega Biodiversity

インド・太平洋流域及びマレーシ
ア・エコリージョン
:Indo  Pacific Basin&Malesia Ecoregion: do  ac c as &Ma es a co eg o

「単位面積あたりの生物多様性では、世界でボルネオ及びコーラル・トライアングルに並ぶものはない…」WWF
：In   terms   of    biodiversity   per   unit   area     land   &    sea  the    Heart   of   Borneo    &    the     Coral    ：In   terms   of    biodiversity   per   unit   area ,    land   &    sea, the    Heart   of   Borneo    &    the     Coral    
Triangle   are   unmatched   in  the  world  …  WWF.  
サバ州はボルネオで最高、コーラル・トライアングルで最高峰である：
SABAH   is   the   Best   of   Borneo    &    the   Apex   of   The    Coral    Triangle 

Sabah

Coral

T i l
サバ州：サバ州：SABAH SABAH 
生物多様性、海陸の中心：生物多様性、海陸の中心：Heart  Heart  of  of  BiodiversityBiodiversity Land  Land  &  Sea &  Sea 
世界的にもユニーク：世界的にもユニーク：Globally   Globally   UniqueUnique• 10  Outstanding  in  the  World

Triangle

コーラル・トライアングルコーラル・トライアングル：：Coral  Coral  Triangle Triangle 
世界における海洋の震央世界における海洋の震央：：
Marine Marine epiepi centre  of the Worldcentre  of the World

60006000万年前の古代の雨林万年前の古代の雨林 ：：

6060 million  years  old million  years  old 
rain forestsrain forests

サバ州：サバ州：SABAHSABAH
ボルネオの最高峰：ボルネオの最高峰：Best  Best  of  Borneo of  Borneo 

11億億30003000万年前の古代の雨林：万年前の古代の雨林：
130130 millionmillion years  oldyears  old Rain  Rain  
forestsforests

Heart  of 

最も古く最も多様な雨林最も古く最も多様な雨林

ボルネオの最高峰：ボルネオの最高峰：Best  Best  of  Borneo of  Borneo 

第一の自然アドベンチャー・エコツーリズム地：第一の自然アドベンチャー・エコツーリズム地：
A   PremierA   Premier NatureNature AdventureAdventure
Ecotourism    DestinationEcotourism    Destination

Borneo

最も古く最も多様な雨林最も古く最も多様な雨林
oldest  & most  oldest  & most  diverse diverse 
rain  forests  rain  forests  

Ecotourism    DestinationEcotourism    Destination

全てがここから始まる全てがここから始まる：： It  all  began  It  all  began  herehere

「サンゴの進化」の始まり：「サンゴの進化」の始まり：Cradle  Cradle  of of 「サンゴの進化」の始まり：「サンゴの進化」の始まり：Cradle  Cradle  of of 
Coral   Coral   EvolutionEvolution

コーラル・トライアングルコーラル・トライアングル：：THE   THE   CORAL   TRIANGLECORAL   TRIANGLEコ ラル トライアングルコ ラル トライアングル：：THE   THE   CORAL   TRIANGLECORAL   TRIANGLE
「海のアマゾン」「海のアマゾン」：：‘‘Amazon  of  the  Seas ‘Amazon  of  the  Seas ‘

海洋生物多様性の世界の中心海洋生物多様性の世界の中心：：

The  The  Global  Global  CentreCentre of  of  Marine  BiodiversityMarine  Biodiversity

世界の海洋生物が最も多様に集まる地域の一つ世界の海洋生物が最も多様に集まる地域の一つ：：

H  H  t   f th  t t   f th  t didi ll ti  ll ti  f i  lif  i  th  f i  lif  i  th  ldldHome Home to one of the most to one of the most diversediverse collections collections of marine life in the of marine life in the worldworld
科学に知られているサンゴの種の科学に知られているサンゴの種の7575％以上が生息％以上が生息 ：：

with  with  >75>75 %% of coral  species of coral  species known  known  to  science to  science 

リーフ・フィッシュ（サンゴ礁に棲む魚類）はリーフ・フィッシュ（サンゴ礁に棲む魚類）は3,0003,000種種 ：：3,000  3,000  species  of  reef fishspecies  of  reef fish
サンゴはサンゴは500500種種：： 500   500   species  of  coralsspecies  of  corals

サバ州近海サバ州近海：： The  The  Seas  off Seas  off SABAHSABAH
コーラル・トライアングルの最高峰コーラル・トライアングルの最高峰 ：：Apex  of  Apex  of  The  Coral  The  Coral  TriangleTriangle

マレーシアの豊かな生物多様性
Malaysia’s    Outstanding   BiodiversityMalaysia s    Outstanding   Biodiversity

800
ボルネオ島の雨林ボルネオ島の雨林1010平方キロメートルに生息する動植物は北アメリカとヨーロッパ平方キロメートルに生息する動植物は北アメリカとヨーロッパ

の２大陸を合わせた数よりも多いの２大陸を合わせた数よりも多い
10  10   k   k  B  B  R i  R i  F  F  h   h     Fl     Fl   &  &  F  h    F  h    2  2  i   i   

600

700

742742

10  10  sq. km sq. km Borneo Borneo Rain Rain Forests Forests have  have  more  Flora  more  Flora  &  &  Fauna than   Fauna than   2  2  continents  continents  
North North America & Europe America & Europe combined combined 
・・・「ナショナル・ジオグラフィック」誌・・・「ナショナル・ジオグラフィック」誌 ：：…   …   National   GeographicNational   Geographic

500

600

「サバ州には世界でもっとも高く、豊かで多様性に富む熱帯雨林がある・・・「サバ州には世界でもっとも高く、豊かで多様性に富む熱帯雨林がある・・・ DanumDanum
谷の雨林は素晴らしい」谷の雨林は素晴らしい」
‘ ‘ Sabah  has some  of  the   tallest  Sabah  has some  of  the   tallest  richest and   richest and   most  most  di erse di erse tropical  tropical  rain  forests  rain  forests  

300

400

Malaysia
286286

‘ ‘ Sabah  has some  of  the   tallest, Sabah  has some  of  the   tallest, richest and   richest and   most  most  diverse diverse tropical  tropical  rain  forests  rain  forests  
in  in  the  world  the  world  ….  ….  the  rain  forests  of  the  rain  forests  of  DanumDanum Valley   are   magnificent Valley   are   magnificent ‘‘
・・・霊長類学者・・・霊長類学者 BiruteBirute Mary Mary GardikasGardikas博士博士 …primatologist  …primatologist  Dr.  Dr.  BiruteBirute Mary  Mary  GaldikasGaldikas
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現在のシナリオ現在のシナリオ
What is theWhat is the 
currentcurrent 
scenario?scenario?

サバ州の陸塊の50％以上は森林に覆われている
>50% of Sabah’s land mass is under forest cover

サバ州の陸塊の15％は完全に保護されているサバ州の陸塊の15％は完全に保護されている
15% of Sabah’s land mass is totally protected

現在の脅威：森林の消失

低地林はもっともアクセスしやすく農業に転換しやすい：
l d f h ibl d d i l

Current threats: Forest loss

Lowland forests are the most accessible and are converted to agriculture: 

野生生物の生息地が減少している・・・
wildlife habitat is diminishingwildlife habitat is diminishing….

ボルネオ島では、オランウータンの生息地が過去数十年の間に60％以上減少した
In Borneo, orang‐utan habitat has declined by more than 60% over the past decades (Meijaard 

and Rijksen 1999)and Rijksen, 1999)
サバ州では低地林から転換されたアブラヤシ農園は140万ha（約18.9％）

In Sabah, oil palm plantations cover 1.4 million ha (ca. 18.9% ) of previously lowland forests
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現在の脅威：森林劣化
h d dCurrent threats: Forest degradation

サバ州に残る唯一の原生林は保護されている
h l i f l f i S b h d

オランウータンの生息密
The only primary forests left in Sabah are protected

すべての「オールドグロス」林（原生林）は2010年
ま 解決す 年 バ 林業

オラ ウ タ 息密
度 Orang-utan

density (ind./km2)

地点 伐採され 過伐採され
までに問題は解決する（1997年、サバ州林業局）
All primary “old‐growth” forests have been worked out 

by 2010 (Sabah Forestry Department 1997)

Location た森
Logged 
Forest

た森
Overlogged
Forest

繰り返される従来型の伐採・過伐採により深刻な
オランウータンの生息密度の低下がもたらされる

Malua 
South

2.51 0.71

l  Repeated conventional logging and over‐logging induce 
a significant decline of orang‐utan density

Malua 
North

2.44 1.35

S  1 1 07 0 1Segama 1 1.07 0.1

S  2 1 02 0 4Segama 2 1.02 0.4

現在の脅威：生息地の断片化
h h bi f iCurrent threats: habitat fragmentation

現在、オランウータンは小さな断片現在、オランウ タンは小さな断片
的な生息ブロックに生息している
Today orang‐utan populations survive in small 

fragmented habitat blocks:

ボルネオ島に400ブロック以上
M th 400 bl k i BMore than 400 blocks in Borneo

スマトラ島に20ブロック以上
More than 20 blocks in Sumatra

• オランウータンの社会生態学に影響
を与えるを与 る
Affects orang‐utan socio‐ecology

• 自然災害（火災、洪水、病気）による
影響が増す影響が増す
Increased sensitivity to natural catastrophes 
(fires, floods, diseases)

現在の脅威：密猟と殺害
Current threats: poaching and killing

• 作物を守る手段作物を守る手段
Means of crop protection

• スポーツとしての猟• スポーツとしての猟
Sport hunting

ペ トとしての取り引き• ペットとしての取り引き
Pet trade

• 非イスラム教地域において:
－野生動物の肉野生動物の肉

－医学的用途
In non‐muslim areas:In non muslim areas:
– Bushmeat
– Medicinal use
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62％が保護林の外に62％が保護林の外に
62% outside of Protected Forests
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64％が保護林の外に64％が保護林の外に
64% outside of Protected Forests

2004年 サバ州ゾウ行動計画
Sabah State Elephant Action Plan, 2004

85％が保護林の外に
85% outside of Protected Forests85% outside of Protected Forests

Sha et al., 2008 

野生生物の問題に景観レベルで取り組み、保
護地域 外 生物多様性 考慮 な護地域の外の生物多様性について考慮しな

ければならない
Need to manage wildlife at the landscape level and to 

consider biodiversity outside of protected areas

一つの重大な問題：
生息地 断片化と結合性 欠如生息地の断片化と結合性の欠如

One major issue: HABITAT FRAGMENTATION and
LACK OF CONNECTIVITYLACK OF CONNECTIVITY

キナバタンガン：200頭のゾウ
KINABATANGAN: 200 ELEPHANTSKINABATANGAN: 200 ELEPHANTS

シンポジウム「生物多様性と企業の役割～認証パーム油の最新動向」（2011年2月24日）／主催：BCTジャパン、地球･人間環境フォーラム、ゼリ・ジャパン



景観の変化
LANDSCAPE CHANGESLANDSCAPE CHANGES

2007年

1937年

大きな生息地の断片化
HIGH HABITAT FRAGMENTATIONHIGH HABITAT FRAGMENTATION

ゾウ回廊（コリドー）を崩壊させるゾウ回廊（コリドー）を崩壊させる
大きな用水路の事例大きな用水路の事例大きな用水路の事例大きな用水路の事例

Example Example of of a large drain disruptinga large drain disrupting elephant corridorelephant corridor

生息地の荒廃
Habitat 
degradation

生息地の規模を縮小させた新たな土地開生息地の規模を縮小させた新たな土地開
発の事例（発の事例（20072007年）年）発の事例（発の事例（20072007年）年）

Example Example of of a new a new land land clearing (2007) clearing (2007) reducing reducing 
h bit t ih bit t ihabitat sizehabitat size

生息地の消失
Habitat loss

シンポジウム「生物多様性と企業の役割～認証パーム油の最新動向」（2011年2月24日）／主催：BCTジャパン、地球･人間環境フォーラム、ゼリ・ジャパン



53,000 ha of forest available
わずか19,000ha（従来の土地の36％）あるいは

h あたり 頭が生息可能100haあたり1頭が生息可能
Only 19,000 ha are available (36% of the original area)

Or 1 elephant for 100 haOr 1 elephant for 100 ha

増える衝突
INCREASED CONFLICTS

その結果、局地的な
絶滅が避けられない

As a result localized extinctionAs a result, localized extinction 
is inevitable

低地キナバタンガン野生生物保護区：低地キナバタンガン野生生物保護区：
大規模なアブラヤシ農園や用水路、その他人為的行為により1,000匹

の動物が20カ所以上の異なる亜母集団で孤立しているの動物が20カ所以上の異なる亜母集団で孤立している
Lower Kinabatangan Wildlife Sanctuary: 

1000 animals are isolated in more than 20 different sub-populations because of 
extensive oil palm plantations, drains and other man-made features

シンポジウム「生物多様性と企業の役割～認証パーム油の最新動向」（2011年2月24日）／主催：BCTジャパン、地球･人間環境フォーラム、ゼリ・ジャパン



サバ州西部 過去の狩猟圧による地域的な絶滅

最近の研究：サバ州における大幅な生息数の減少
Recent studies: drastic population decline in Sabah

サバ州西部：過去の狩猟圧による地域的な絶滅
Western Sabah: local extinction because of past hunting pressure

サバ州東部：森林開発及び農業への転換による生息数のサバ州東部：森林開発及び農業 の転換による生息数の
大幅な減少

Eastern Sabah: drastic decline because of forest exploitation and conversion to 
agricultureagriculture

キナバタンガンにおける過去のDNAプロファイ
リング：過去200年の間に生息数の崩壊に関

する非常に大きな兆候
DNA profiling the past in Kinabatangan:

Very strong signal for population collapse in the past 200 
years(Goossens et al., 2006)

生存率解析により予測可能なオランウータンの絶滅
Predictable orang‐utan population extinctions following a Population Habitat 

Vi bili A l iViability Analysis

50 100年のうちに絶滅 中期的絶滅または遺伝的消失 生存可能
Viable

50-100年のうちに絶滅
Extinction within 

50-100 years

中期的絶滅または遺伝的消失
Extinction medium 

term or genetic loss

低地キナバタンガン野生生物保護区
Lower Kinabatangan Wildlife Sanctuary

年 オラ ウ タ の数は 減小2002‐2007年：オランウータンの数は30％減小
From 2002 to 2007: 30% decline of orang‐utan numbers

クランバ野生動物保護区
KulambaWildlife Reserve

同じ期間に i l i d が同様に減少同じ期間にaerial indexが同様に減少
Similar decline in aerial indexes during the same period

策解決策
Management 
treatments?
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コリドー（回廊）：
亜母集団（sub‐populations)の再結合

Corridors:Reconnecting the sub‐populations

障害の例 可能な管理活動障害の例
Examples of Barrier

可能な管理活動
Possible Management Action

農園：Plantation 土地買収＋回復：Land acquisition + 
R t tiRestoration

川の支流：Tributary 橋梁：Bridge
用水路：Drain 移転、橋梁：Removal, bridge用水路 移転、橋梁 , g
道路：Road 自然保護区内であれば移転：

Removal if within sanctuary
河川の浸食：River reserve 移転＋回復：Removal +河川の浸食：River reserve 

encroachment
移転＋回復：Removal + 

Restoration

さまざまな種類の障害が遺伝的隔離を招くさまざまな種類の障害が遺伝的隔離を招くさまざまな種類の障害が遺伝的隔離を招くさまざまな種類の障害が遺伝的隔離を招く
Several types of barriers cause genetic isolation:Several types of barriers cause genetic isolation:

このMAB（人間と生物圏の保護区）の

設置には地域内で取り組むあらゆる
パートナーの連携が必要である

The creation of this MAB requires theThe creation of this MAB requires the 
collaboration of all partners who are active in the 

region.

オイルパ ム業界はこのプロジ クトオイルパーム業界はこのプロジェクト
が成功するためのもっとも重要なプ

レーヤーのひとつであるレ ヤ のひとつである
The oil palm industry is one of the most crucial 

players in the success of this project

キナバタンガンは「人間と生物圏の保護区」を提唱したキナ タンガンは 人間と生物圏の保護区」を提唱した
KINABATANGAN PROPOSED “MAN AND BIOSPHERE RESERVE”

従来の生物学的景観の完全な崩壊
Complete Disruption of the OriginalComplete Disruption of the Original

Ecological Landscape

マングローブ林の破壊
Destruction of Mangrove forests

傾斜の激しい地形の転換
Conversion of steep slope terrain

Destruction of Mangrove forests

川岸の生息地の破壊
D t ti f Ri i H bit t

Conversion of steep slope terrain 

非生産的な土地の転換
C i f d ti l d

Destruction of Riparian Habitat

森林保護区の浸食
Encroachment with forest reserves

Conversion of non‐productive land

Encroachment with forest reserves
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従来の生物学的景観の完全な崩壊
Complete Disruption of the OriginalComplete Disruption of the Original 

Ecological Landscape

オランウータンなど野生動物の生息地の縮小ラ ウ 野 動物 息 縮
Compaction of habitat available to 

the orang‐utans and other wildlifeg
生態系の極端な簡素化

Extreme simplification of the ecosystemExtreme simplification of the ecosystem

川岸地域の孤立した樹木
Isolated trees in riparian areasIsolated trees in riparian areas

アブラヤシ農園内の
孤立した樹木孤 樹木

Isolated trees within the oil 
palm landscape

研究結果の重要性
f f h f dSignificance of these findings

ほとんどのオランウ タンは分散している間は新たなほとんどのオランウータンは分散している間は新たな

縄張りを求め、また食料を求めて渡り歩く
Most orang‐utans are TRANSIENT individuals in search of new territories during theirMost orang‐utans are TRANSIENT individuals in search of new territories during their 

dispersal stage or in search of food

オランウータンは現段階では農園では生存できない農
Orang‐utans cannot survive in the plantations in their current stage

アブラヤシ農園はオランウータンの生存を支えては

いない
OIL PALM PLANTATIONS ARE NOT SUSTAINING VIABLE ORANG‐UTAN POPULATIONS

適切な取り組みがあれば種の長期の生存を強化する
ことができるだろうことができるだろう

Proper management will enhance the chances of long‐term survival of the species
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解決策は？選択肢は？
h l ? ?What solutions? Options?

プランテーション開発が森林破壊に寄与す
ることがないよう確保するることがないよう確保する

Ensure that plantation development does not contribute to deforestation

開発する土地の規模を増やすのではなく、
技術の改善及び作物管理によって収穫量を増やす技術の改善及び作物管理によって収穫量を増やす

increasing yields 
by improving technology and crop management 

but not by increasing the size of the land to be developedbut not by increasing the size of the land to be developed

解決策は？選択肢は？
What solutions? Options?

森林と断片化された森林の連結性を維持する森林と断片化された森林の連結性を維持する
Maintain connectivity between forests and fragments of forests

野生生物コリドーの設置
by establishing wildlife corridors

違法に浸食された川岸の保護区
by establishing wildlife corridors

での植林
by planting trees in riparian reserves illegally encroachedby planting trees in riparian reserves illegally encroached

河川保護区沿いの保護地域設置
by creating Conservation Areas alongside river reserves

野生生物コリドー：
川の両側各
最低100m

Wildlife corridor: 
i i f 100 hminimum of 100 m each 
side of the river

River ReserveRiver 

Conservation Area

解決策は？選択肢は？
h l ? ?What solutions? Options?

単 息 促進単一種のみでない生息地を促進する
マネジメント戦略を実施するマネジメント戦略を実施する

Implement management strategies promoting 
heterogeneous habitatsg

例えば、プランテーション内の植物種を多様化
し 野生生物が食べられる果樹を植えるし、野生生物が食べられる果樹を植える
by diversifying plant species found in the plantations 

d b l i f i h dibl ildlifand by planting fruit trees that are edible to wildlife
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なぜオイルパーム業界が保全活動に
取り組まなければならないのか？取り組まなければならないのか？

Why the oil palm industry should become involved with conservation efforts?

生物多様性保全及び持続可能な開発は保護地域を生物多様性保全及び持続可能な開発は保護地域を
設置するだけでは実現できない：

Biodiversity conservation and sustainable development cannot be achieved by onlyBiodiversity conservation and sustainable development cannot be achieved by only  
setting aside protected areas:

生態系には管理上の境界線はない！
Ecosystems do not have administrative boundaries!

開発が長期にわた て成功するかは人と自然にと て開発が長期にわたって成功するかは人と自然にとって
持続可能な景観デザインにかかっている

Long‐term success for development depends on the design of landscapes sustainableLong term success for development depends on the design of landscapes sustainable 
for people and nature 

そのようなアプローチは適応可能で幅広いパートナーが
関わらなければならない関わらなければならない

Such an approach must be adaptive and must involve a wide range of partners

グリーンウェーのデザイン
D i f

• 適切な位置 Appropriate location (what to link)?

Design of greenways 
適切な位置 Appropriate location (what to link)?

• 形状および規模は？隣接するまたはstep sｔones
は？Shape and size? Contiguous or Step stones?p g p

• 農工業用景観における実用性は？
Practicality in agro‐industrial landscape?

種• 樹種は？
What tree species?

「2009年オランウータン保全会議」での決議
Resolution produced during theResolution produced during the 

“2009 Orang‐utan Conservation Colloquium”
「・・・持続可能な開発とさらに豊かな生物多様性のための最重要種と
してのオランウータンの保全とのバランスを取るため、自然の生息地
の切れ目のない野生生物コリド の構築 コリド の設置は明確なの切れ目のない野生生物コリドーの構築…。コリドーの設置は明確な

法律とコミュニティの参加によって実利的かつ法的強制力のあるもの
でなければならない。」でなければならない。」
“... creation of contiguous wildlife corridors of natural habitat in order to balance sustainable
development and the conservation of orang‐utans as flagship species for wider biodiversity.
The development of such corridors must be pragmatic and enforceable through legal clarityThe development of such corridors must be pragmatic and enforceable through legal clarity
and community engagement.”

「野生生物コリドーは野生のオランウータンが生息するすべての主要
な川沿いから最低100メートルの範囲でなければならない」

“Wildlif id b h i i f 100 l h id f ll j i i hi“Wildlife corridors must be the minimum of 100 m along each side of all major rivers within 
the distribution of wild orang‐utans”

パ ダイム 転換が求められ るパラダイムの転換が求められている。
パーム油業界はイメージを変えなければならない。

IT IS TIME TO SHIFT THIS PARADIGMIT IS TIME TO SHIFT THIS PARADIGM….
AND FOR THE OIL PALM INDUSTRY 

TO CHANGE ITS IMAGE!
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THANK YOUTHANK YOU
ありがとうございましたありがとうございました

THANK YOUTHANK YOU
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